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全長１.９kmの 暗窟 。

手元にあるものは
残量７８％の 携帯電話
水のペッ
トボトル２本
そして、娘への 誕生日ケーキ。

『 チェイサー 』

ハ・ジョンウ

『 空気人形 』

ペ・ドゥナ

『 ベ テラン 』

オ・ダ ル ス

SHOWBOX PRESENTS AN ANOTHER SUNDAY, HISTORY E&M, B.A. ENTERTAINMENT PRODUCTION A KIM SEONG-HUN FILM “TUNNEL” HA JUNG-WOO, DOONA BAE, OH DAL-SU VISUAL EFFECTS BY KIM NAM-SIK SPECIAL EFFECTS BY DEMOLITION MAKE-UP BY CHOI HYE-LIM SPECIAL MAKE-UP BY HWANG HYO-KYUN SOUND BY RALPH TAE-YOUNG CHOI RECORDING BY KIM SANG-WOON
LIGHTING BY KIM KYEONG-SEOK MUSIC BY MOK YOUNG-JIN COSTUME DESIGNER CHAE KYUNG-HWA EDITOR KIM CHANG-JU PRODUCTION DESIGNER LEE HWO-KYOUNG DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY KIM TAE-SUNG EXECUTIVE PRODUCER YOU JEONG-HUN PRODUCED BY LEE TAEK-DONG, KIM A-RAN, BILLY ACUMEN BASED ON “TUNNEL” BY SO JAE-WON WRITTEN AND DIRECTED BY KIM SEONG-HUN
提供：ニューセレクト／配給：アルバトロス・フィルム／2016年／韓国映画／韓国語／シネマスコープ／127分／原題：터널／英題：TUNNEL
COPYRIGHT © 2016 SHOWBOX, ANOTHER SUNDAY, HISTORY E&M AND B.A. ENTERTAINMENT ALL RIGHTS RESERVED.

tunnel-movie.net

PICK UP TITTEL

■アイヒマンを追え! ■ダンケルク【完全版】 ■トンネル 闇に鎖された男
■愛を弾く女 ■エゴン・シーレ 死と乙女 ■モン・ロワ 愛を巡るそれぞれの理由

アルバトロス株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座5-13-14 銀座オリオルビル8F TEL:03-3549-1066 FAX:03-3549-1067 www.albatros-film.com

ナチス戦犯アイヒマン拘束 歴史的作戦に隠された、驚くべき真実!
ドイツ映画賞最多6冠!! 世界の映画祭を席巻した、
実録サスペンス!!!
内容紹介

全国劇場公開作

初回限定
仕様

7.5

[Wed]

Release

アウターケース、
解説年表（4P）

特典
映像

1950年後半のドイツ・フランクフルト。
ヘッセン州の検事長フリッツ・バウアー
はナチスによる戦争犯罪の告発に執念
を燃やしている。
そんなある日、
バウアー
のもとに、逃亡中のナチス親衛隊中佐
アイヒマン潜伏の驚くべき情報が届く。
彼の罪をドイツの法廷で裁きたいバウ
アーだが、
自国内に巣食うナチス残党
￥3,800（税抜） からの妨害や圧力にさらされ、彼は孤
立無援の苦闘を強いられてしまい…。

メイキング/予告編

『 ヒトラー暗殺、13分の誤算』／ロナルト・ツェアフェルト
『東ベルリンから来た女』
【Cast & Staﬀ】ブルクハルト・クラウスナー『ブリッジ・オブ・スパイ』
監督：ラース・クラウメ／脚本：ラース・クラウメ、オリヴィエ・グエズ／製作：トマス・クフス／共同製作：クリストフ・フリーデル

ALBSD-2119／本編105分／2015年ドイツ／独語／日本語字幕・日本語吹替／発売：ニューセレクト/クロックワークス ©2015 zero one ﬁlm/TERZ Film

英国BBC製作&英国の名優
（出
ベネディクト・カンバーバッチ
演）
、
ティモシー・ダルトン（ナレー
ション）
で贈る、
良質戦争ドラマ!
巨匠クリストファー・ノーラン監
（9/9
督の超話題作
『ダンケルク』
公開）に先立ち、同内容を描い
たTVシリーズが、絶好のタイ
ミングでリリース!

特典映像：予告編
サイモン・ラッセル・ビール／ベネディクト・カンバーバッチ「ドクター・ストレンジ」／ティモシー・ダルトン
（ナレーション）
「007シリーズ」
監督・製作・脚本：アレックス・ホームズ／製作：ロブ・ウォール／製作総指揮：マイク・ドーマー、
ピーター・ラヴリング
ALBSD-2134／本編計180分／2004年イギリス／英語／日本語字幕／発売：ニューセレクト ©BBC 2004

Cast & StafF

全国劇場公開作

『リンダ リンダ リンダ』山下敦広、
瀬々敬久など、
日本
『64-ロクヨン-』
を代表する邦画監督が大絶賛!

SALES POINT

『哀しき獣』
ハ・ジョンウ×
『空気人
形』ペ・
ドゥナ!日本でも人気の高
い、韓国俳優豪華共演!!

SALES POINT

9.2 [SAT] RELEASE

￥3,800（税抜）

特 典 映 像：オフショット映像／予告編

[ C A S T ] ハ・ジョンウ「チェイサー」
「お嬢さん」／ペ・
ドゥナ「空気人形」
「リンダ リンダ リンダ」／オ・ダルス「ベテラン」
「国際市場で逢いましょう」
[STAFF] 監督・脚本：キム・ソンフン「最後まで行く」／原作：ソ・ジェウォン／撮影：キム・テソン
ALBSD-2141／本編127分／2016年韓国／韓国語／日本語字幕・日本語吹替／発売：ニューセレクト COPYRIGHT ©2016 SHOWBOX, ANOTHER SUNDAY, HISTORY E&M AND B.A. ENTERTAINMENT ALL RIGHTS RESERVED.

名匠クロード・ソーテ監督 フランスの至宝エマニュエル・ベアール!

ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞、
セザール賞監督賞受賞の名作が遂に復刻!!
廃盤から10年。主要NETサイトにてプレミア価格
となっている本作が、
初トールサイズで遂に復刻！
本国フランスにて大ヒット
！ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞、
セザール賞監督賞他、
世界の映画祭が賞賛した名作!!

9.2 [Sat] DVD Release

Cast & Staff

￥3,800（税抜）

エマニュエル・ベアール『ミッション：インポッシブル』
『美しき諍い女』／ダニエル・オートゥイユ／アンドレ・デュソリエ
監督・脚本：クロード・ソーテ『夕なぎ』／共同脚本：ジャック・フィエスキ／音楽監督：フィリップ・サルド／撮影：イヴ・アンジェロ

ALBSD-2139／本編105分／1992年フランス／仏語／日本語字幕／発売：TOMORROW Films.

©1991 STUDIO CANAL

全国劇場公開作

ウィーン美術史を代表する、美とエロスの画家エゴン・シーレの生涯を描いた、感動作!
エゴン・シーレ紹介

8.2 Wed Release ￥3,800

（税抜）

全国劇場公開作

初回封入
（2枚組）
特典 アートカード

16歳で名門ウィーン美術
アカデミーに史上最年少で
入学するも4年で退学。画
家デビュー後は、妹や少女
をモデルに裸体画や自画像
を描き始める。その後、代表
作「死と乙女」を発表し、画家の地位を確立す
るも1918年10月31日死去（享年28歳）。

特典
・インタビュー/予告編
映像 キャスト

【Cast & Staﬀ】
ノア・サーベトラ／マレシ・リーグナー／ファレリエ・ペヒナー／ラリッサ・アイミー・ブレイドバッハ／マリー・ユンク／エリザベト・ウムラウフト
監督：ディーター・ベルナー／脚本：ヒルデ・ベルガー、ディーター・ベルナー／原作：
『死と乙女：エゴン・シーレと女性たち』／撮影：カーステン・ティーレ
ALBSD-2127／本編109分／2016年オーストリア・ルクセンブルク／独語／日本語字幕／発売：ニューセレクト © Novotny & Novotny Filmproduktion GmbH

ヴァンサン・カッセル エマニュエル・ベルコ!フランスの才能共演!!
カンヌ映画祭が大絶賛した、
官能的な大人のためのラブストーリー
第68回カンヌ国際映画祭女優賞受賞、第41回セザール賞8部門ノミネートなど、
世界の映画祭が賞賛！
倉田真由美、
辛酸なめ子など、
だめんず好き女性漫画家が本作を大絶賛！

9.2 [SAT] RELEASE

特典映像：予告編 ￥3,800（税抜）

全国劇場公開作
監督：マイウェン／プロデューサー：アラン・アタル
ヴァンサン・カッセル
『たかが世界の終わり』
『ドーベルマン』
脚本：マイウェン、エチエンヌ・コマール／撮影：クレール・マトン
ALBSD-2140／本編126分／2015年フランス／仏語／日本語字幕／発売：セテラインターナショナル／ニューセレクト 2015/Les Productions Du Trésor-STUDIOCANAL-France 2 Cinéma-Les Films de Batna-Arches Films-120 Films-All Rights Reserved

CAST エマニュエル・ベルコ『太陽のめざめ』
（監督）
／ルイ・ガレル STAFF

Albatros
New Release
Information
■アクション

■アクション

ゲッドバック 人質奪還
7.5 RELEASE

ALBSD-2123／税抜￥4,800／
本編105分／2017年スペイン／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■アクション

■アクション

7.5 RELEASE
魔女モルガナが、時空
を超え現代に復活。円
卓の騎士 の末裔が、
決
死の戦いを挑むが…。
ガイ・リッチー監督「キ
ング・アーサー」に続く
傑作アドベンチャー!

【スペイン映画の祭典
シネ・エスパニョーラ
にて本邦初公開!
2017】
本国スペインではワー
ナーブラザーズ配給、
スリル満点の本格クラ
イム・アクション!!

を張った肉弾アクション
とド派手な銃撃戦にノッ
クアウト間違いなし!!

ファスト・コンボイ

キング・アーサー 英雄転生

7.5 RELEASE

FBI 最 強 の 父 親 vs 元
MI6最凶最凶の暗殺者!
超人気プロレス団体W
WE製作ならではの体

ALBSD-2121／税抜￥4,800
本編95分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■アクション

クリミナル・プラン 完全なる強奪計画

ALBSD-2125／税抜￥4,800
本編89分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ SF

スパルタ

インデペンデンス・デイ2017

8.2 RELEASE

9.2 RELEASE

7.5 RELEASE

今度のブツはヤバすぎ
る ! 日本でも人気の高
いブノワ・マジメル
（
「ピ
アニスト」
「太陽のめざ
め」）が好演。
「TAXi」に
続く、
フランス発カー・
アクション!!

全長10メートルの変形
リングで戦う、
最新型格
闘技団体 スパルタ 。
ロシアン魂炸裂 ! 男の
血が滾る、究極＆極限
のリアル格闘アクショ
ン登場!!

地 球 を狙う侵 略 者 に
とって、人類は邪魔! 無
数のドローン型UFOが
人間を殺りまくる!!
人類は滅亡してしまうの
か…。大人気ＳＦアクショ
ンシリーズ最新作!!!

ALBSD-2131／税抜￥4,800
本編103分／2016年フランス／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ SF

ALBSD-2145／税抜￥4,800
本編87分／2016年ロシア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ SF

エンディング・ワールド

ALBSD-2124／税抜￥4,800
本編84分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ パニック

エスパー・リーグ

エアポート2017

8.2 RELEASE

9.2 RELEASE

8.2 RELEASE

地磁気の異常により、
壊滅の危機を迎えた地
球…。大地震と地殻変
動、
急上昇する海面！地
球に、そして人類に明
日はあるのか? 超大型
SFパニック最新作!!

地 震・竜 巻 、天 災 をも
操る最強の超能力
チーム〔TK〕。世界の運
命 を賭 け た 最 終 決 戦
がいま始まる！最新・最
強 の 超 能 力 S Fアク
ション大作登場!!

低空飛行厳禁!地上150
メートル以下になれば
即 爆 発 。名 作「 スピ ー
ド」
の旅客機バージョン
登場。最大の脅威を最
高 の ス ピ ード 感 で 放
つ、
シリーズ最新作!!

ALBSD-2133／税抜￥4,800
本編87分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ALBSD-2144／税抜￥4,800
本編88分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ALBSD-2129／税抜￥4,800
本編87分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ ホラー

■ ホラー

サマー・ヴェンデッタ

■ サスペンス

ドント・スリープ

キリング・ファミリー 殺し合う一家

8.2 RELEASE

9.2 RELEASE

世界が震撼した未解決
事件を基に映画化!フィ
ンランドアカデミー賞
3 部門ノミネート、ロン
ドン映画祭正式出品ほ
か各国の映画祭で絶賛
の驚愕ホラー!!

人気の 絶対に〇〇して
はいけない シリーズ。
絶対寝ちゃダメ「ファ
!
イナル・デスティネー
ション」の生みの親が
仕掛ける新感覚ショッ
キング・ホラー!!

ALBSD-2132／税抜￥4,800
本編85分／2016年フィンランド・エストニア
特典映像：予告編／発売：ニューセレクト

■ サスペンス

ALBSD-2142／税抜￥4,800
本編100分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ 邦画・ホラー

インビジブル・ゲスト 悪魔の証明

7.5 RELEASE
平凡な一家が、一人の
男によって狂わされて
いく…。
アカデミー賞ノ
ミネート
「人生スイッチ」
「エル・クラン」
のスタッ
フが放つ、
狂気のサスペ
ンス・スリラー!
ALBSD-2120／税抜￥4,800／本編113分
2017年アルゼンチン・ウルグアイ・スペイン・フランス
特典映像：予告編／発売：ニューセレクト

■ 邦画・ホラー

REPLAY 戦慄の心霊映像再現ドキュメント

REPLAY2 戦慄の心霊映像再現ドキュメント

8.2 RELEASE

7.5 RELEASE

8.2 RELEASE

ギレルモ・デル・トロ製作
総指揮「ロスト・アイズ」
の脚本を手掛けた鬼才
パウロ監督最新作! 本国
ではワーナーブラザー
ズ配給、300スクリーン
公開の大ヒット!!

ホラー・ドキュメント史
上初! 本当に ホンモノ
恐怖映像8エピソードを
収録。
※この作品の出演
者及び撮影者は、死亡
もしくは失踪中です。

斬新な出演者＆撮影者
設定で話題沸騰の最新
型ホラー ! 本当に ホン
モノ 恐怖映像7エピソー
ドを収録。前作よりコワ
さ倍増のシリーズ2弾!!

ALBSD-2128／税抜￥4,800
本編106分／2016年スペイン／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ 邦画・ホラー

ALBSD-2126／税抜￥4,800
本編70分／2017年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ 邦画・エロス

■ 邦画・ホラー

劇場版 屍囚獄 起ノ篇

ALBSD-2135／税抜￥4,800
本編69分／2017年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

劇場版 屍囚獄 結ノ篇

韓国に流れて来た女

8.2 RELEASE

9.2 RELEASE

7.5 RELEASE

この血塗られた土地か
らは、誰ひとり生きて
帰れない…。コミック
累計発行部数20万部、
電子書店 DL 数第 1 位
獲得 ! 大ヒットホ ラ ー
漫画が待望の映画化!!

大ヒットホラー漫画を
完 全 映 画 化 し た 、シ
リーズ完結篇 ! 人気女
優の片山萌美、最強の
地下アイドル 仮面女
子 の 立 花 あん な 他 、
人気俳優総出演!!

誰もが彼女の虜になる
…。
セクシー女優古川い
おりが韓国の地で咲き
乱れる!日本と韓国のス
タッフがタッグを組ん
だ、本国劇場ヒットのエ
ロティック・ロマンス!!

ALBSD-2130／税抜￥3,800
本編75分／2017年日本／特典映像：予告編
提供：
「劇場版 屍囚獄」製作委員会

ALBSD-2143／税抜￥3,800
本編75分／2017年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ま

ALBSD-2122／税抜￥3,800
本編91分／2016年韓国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

すます暑くなっておりますが、皆さん体調崩していま
せんでしょうか？こちらのコーナーでは、本カタログ内

で紹介する作品の中から、映画史を彩った（であろう）著名な

6

第

回捜索人：ブノワ・マジメル

俳優・女優に再びスポットライトを当て、
ご紹介しちゃいます♪

彼は 今 !「 ファスト・コンボイ」で発見 !!

ミヒャエル・ハネケ監督『ピアニスト』にてカンヌ国際映画祭男優賞を受賞し、大ブレイク。その後は『スズメバチ』
『ク
リムゾン・リバー2 黙示録の天使たち』などのハリウッド大作にも出演し、アクション俳優としての活躍が続くようにな
るも、後半は渋い役にとどまり、気が付けば脇役で見かける程度に。さらに2003年にはジュリエット・ビノシュと離婚す
るなど、私生活も散々な状況になってしまい…。そんな公私共に落ち込んでいた彼の姿を
『ファスト・コンボイ』
にて発
見！本作にて危険なブツを運搬するアウトローな運び屋（主役）を演じ、バリバリのアクションシーンとロマンスグレー
な魅力を発揮させています。そんなマジメ一筋、演技一筋な彼の姿を、ぜひその目で確認してみて下さい!!

©2015 Carcharodon - Orange Studio - Cinéfrance 1888 - Rhône-Alpes Cinéma - D8 Films

ALBATROS FILM

最新映画情報

ヒューマントラストシネマ有楽町 他

月

7

日
より︑

全国劇場公開 ！

8

★上記作品に関するお問い合わせは アルバトロス・フィルム TEL:03-3549-2700まで

